
  

チャイルドや家族にとって、自分の言葉で書かれた手紙はスポンサーの存在を近くに感じさせることでしょう。 

簡単な一言から、交流を深めてみてはいかがでしょうか？ 

（あなたのチャイルドの住む国で広く使われている言葉ですが、必ずしもチャイルドの話す言葉とは限りませんことを、予めご了承ください。 

以下の文章は、“チャイルド本人宛ての手紙”を想定して作成してあります。) 
 

手紙の文頭に 

 

◇ お元気ですか？ 

・ Unaendeleaje?   

・ Hujambo? 

◇ 元気です／少し風邪を引いています。 

Si jambo / nina homa kidogo 

◇ スポンサーになって、あなたの国に興味を持ちまし

た。 

Nimekuja kupendezwa sana na nchi yako 

tangu niwe mzazi wako mtunzi 
 

はじめてのお手紙に 

 

◇ 初めてお便りします。 

Hii ni barua yangu ya kwanza kwako. 

◇ 私は_______ 才です。 

Mimi nina miaka        

◇ 私は会社で働いています。 

Mimi hufanya kazi katika kampuni. 

◇ 私は学生です。 

Mimi ni mwanafunzi. 

◇ 日本のどんなことが聞きたいですか？ 

Je, wataka kujua mambo yapi kuhusu 

Japani? 
 

チャイルドのお誕生日に 

 

◇ お誕生日おめでとう。 

Kuwa na siku njema ya ukumbusho wa 

kuzaliwa kwako! 

◇ すっかり大きくなりましたね。 

・ Kwa kweli, umekuwa haraka!   

・ Kwa kweli, umekuwa mwenye buheri wa 

afya upesi! 
 

◇ 健康に気をつけてください。 

・ Jitunze vyema.  

・ Nawe pia, ujitunze vyema. 
 

 

 

家族や学校について聞きたい時は？ 

 

◇ 学校は好きですか？ 

Je wapenda shule? 

◇ 学校では何をして遊びますか？ 

・ Shuleni mnacheza mchezo gani?  

・ Je, shuleni pia wewe hupata nafasi ya 

kucheza na marafiki wenzako? 

◇ 弟や妹とは何をして遊びますか？ 

・ Mnacheza nini na ndugu na dada zako? 

・Je, kwa kawaida wewe hucheza na ndugu 

zako? 

◇ ご両親のお手伝いは好きですか？ 

・Je, unapenda kuwasaidia wazazi wako 

kazi ya nyumbani?  

・ Je, wewe huwasaidia wazazi kazi 

nyumbani? 
 

チャイルドの言葉でお手紙を書いてみませんか？ 

～ スワヒリ語（ケニア･ウガンダ） ～  



 

新年の挨拶 

 

◇ 新年のご挨拶を申上げます。 

Ninakutakia wewe na jamaa yako heri na 

fanaka katika mwaka mpya. 

◇ あなたと家族のみなさんにとって、幸せな一年になり

ますように心からお祈りします。 

Mwaka mpya uwe wenye furaha nyingi 

kwenu wote. 

 

お手紙/贈り物について 

 

◇ 私の手紙を楽しく読んでもらえたら嬉しいです。 

Natuumai ulifuramia barua yangu. 

◇ 私の小さいプレゼントを気に入ってくれるといい

なぁ。 

Ninatumaini unapenda zawadi yangu ndogo 

( kizawadi changu ). 

◇ 私の手紙/プレゼント/写真を送りますね。 

Hebu nikutumie barua/zawadi/picha yangu.  

Nimeona jambo la busara nikutumie 

barua/zawadi/picha yangu. 
 

チャイルドへの気持ち 

 

◇ あなたが元気で成長するのがとても嬉しいです。 

・ Ninafurahi kukuona ukikua katika hali 

nzuri ya afya.  

・Nimefurahi kwa hali yako nzuri ya afya. 

◇ あなたの夢がかなうといいですね。 

Natamai ndoto zako zitatima. 

◇ いつかあなたに会いたいと思っています。 

Ninatumaini tutakutana wakati mmoja. 

◇ あなたをいつも思うことができるように、写真を

大事に飾っています。 

・ Nimeibandika picha yako ukutani ili 

nikukumbuke kila wakati.  

・ Nina picha yako iliyopachikwa ukutani 

inayonikumbusha wewe kila wakati. 

◇ いつもあなたのことを思っています。 

Wewe umo mawazoni mwangu wakati wote. 
 

チャイルドからのお便りについて伝えたい時は？ 

 

◇ この間はお手紙ありがとう/絵をありがとう。 

・ Ahsante sana kwa barua ulioniandikia. 

・ Ahsante sana kwa michoro mizuri 

ulizonitumia. 

◇ 長い間、お手紙が書けなくてごめんなさい。 

・  Pole sijaweza kukuandikia barua kwa 

muda mrefu.  

・ Niwie radhi sijaweza kukuandikia barua 

kwa muda mrefu. 

◇ あなたから受け取ったお手紙/クラフト/絵を大切

にしています。 

Napendezwa na barua/sanaa/picha zako. 

◇ あなたのお手紙をとても楽しく読みました。 

・ Nilifurahia barua yako sana.  

・ Nilifurahia sana kusoma barua yako . 

◇ あなたの絵はとても上手ですね。 

Nilingamua kuwa michoro yako ni bora. 

◇ あなたのクラフトはとても上手ですね。 

Sanaa zako zimeundwa vyema. 

◇ またお手紙／絵を送ってくれたら嬉しいです。 

Ningependa kupokea barua yako/picha 

yako tena. 
 

 



 

「一年の歩み」（成長記録）を読んで 

 

◇ 「一年の歩み」（成長記録）を受け取り、とても嬉

しかったですよ。 

Nilifurahi sana kupokea ripoti ya masomo 

yako ya mwaka. 

◇ あなたの写真を見るのはいつも楽しみです。 

Mimi hufurahia sana kuona picha zako. 

◇ お手伝いも頑張っているようで感心しました。 

Nilivutiwa kujua wewe husaidia familia yako 

kwa kazi za nyumbani. 

◇ 健康で過ごしてくれてよかったです。 

Nimefurahi kujua umekuwa katika afya 

njema. 

◇ 立派になりましたね。 

・ Umeku mwewye buheri wa afya !  

・ Umekuwa ! 
 

 

手紙の最後に 

 

◇ 体に気をつけて元気でね。 

Tafadhali uwe mwangalifu. 

◇ ご両親のいう事をよく聞いてね。 

Tafadhali watii wazazi wako 

◇ ご両親によろしくお伝えください。 

Tafadhali wape salamu wazazi wako 

◇ さようなら 

Kwaheri ( ya kuonana ). 

◇ またお手紙書きますね。 

Nitakuandikia tena. 
 

  

 

＊ ２通りの表現がある文例もあります。 


